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例会日

邦彦

本日の進行（18:30）

第 1･2･4 木曜日 12:30

会 長 ｴ ﾚ ｸ ﾄ◆山本 由夫

第 3 木曜日

18:30

副会長◆松井 一郎

第 5 木曜日

18:00

藤吉 一哉

於：カンティーナ

事◆匂坂 祐二

―次回のお知らせ―

例会場：「カンティーナ」

幹

逗子市新宿 1-3-15

E-mail: zushirc@sage.ocn.ne.jp
Website:http://www.zushi-rc.com/

長◆村松

TEL：046-870-6440
事務所：逗子市桜山 6-3-29
TEL＆FAX：046-873-0226

村松会長の時間
最近お城ブームに沸いています。城と

逗子 RC・葉山 RC 合同例会

ＳＡＡ◆橘 武
会

計◆岡本

11 月 30 日(18:00)

久

社会奉仕フォーラム

直前会長◆菊池 尚

於：海狼

会報委員長◇宝子山 泰久

100 ドル以上だと EREY のクラブとして表彰される。
という事で、クラブ全員が 25 ドル以上の寄付をしつつ、

言えば天守閣です。全国には多くの天守閣

一人あたり 200 ドルの目標の達成に協力頂きたい。

がありますが殆どは復元されたもので、江

その他：来週 16 日の例会は逗子・葉山合同例会です。

戸時代に築城された現存する天守閣は１
２しかありません。内国宝は５つ、重文に
は７つ指定されています。
北の弘前城は桜で有名です。松本城の黒い勇壮な姿は別名烏城
と言われています。妻に送った日本一短い手紙「一筆啓上火の
用心、お仙泣かすな馬肥せ」で有名な丸岡城は日本最古の天守
閣です。犬山城は成瀬家の子孫の女性が館長を務めています。
彦根城は井伊家築城。姫路城は世界遺産第一号に選ばれた名城

ホストは逗子 RC、カンティーナにて行いま
す。皆様の出席をお願い致します。
委員会報告 大野インターアクト委員長：11 月 3 日、
インターアクト年次大会に行って参りました。
会員 6 名、逗子開成 IAC3 名が出席し、お昼
ご飯を一緒に取り、ロータリアンとインターアク
トクラブとの今後の関わり合いについての話等を
致しました。もっと関わって、お互い理解を深め
連絡をとって行きたいと思っております。どうぞ
皆様のご理解、ご協力をお願い致します。

です。備中松山城は竹田城と並び天空の城と言われています。
松江城は一度国宝を取り消されましたが、２年前築城年が分か
る証拠品が出て国宝に再指定。四国の松山城は賤ケ岳七本槍で
名を馳せた加藤嘉明が築城。高知城は千代さんという内助に恵
まれ、妻のお蔭で出世したと言われている山内一豊が築城。丸
亀城は海辺の城と言われ極めて攻めがたい城です。宇和島城は

11 月誕生日・結婚記念日のお祝い（敬称略）
本人：村田典昭
配偶者様：村松洋子（邦彦）
結婚：安藤脩二

久美子、石田隆

美恵子、

仙台藩伊達政宗の長男が築城、側室の子のため宇和島に甘んじ

山本由夫・康子、河野征一郎・富美子、

ました。

村松邦彦・洋子、村田典昭・昌美、

皆様の多くは一国一城の主です。守りを固め打って出てくださ

中根康夫・美穂子、桐ケ谷覚・和子

い。子々孫々まで繁栄することを祈願します。

報
匂坂幹事

横瀬元治・啓子、清水惠子・武壽

告

到着物：・ガバナー月信１１月号
週報：横須賀北 RC

2780 地区関係：
・財団寄付に関するお願いが届いております。

【出席報告】会員数 51 名（出席免除 4 名）
出席者 30 名 出席率 60.00%

年次寄付に関しては、各クラブ年次寄付０会員をなくす為、
今年度は①各クラブ年次寄付０会員をなくす（全員 25 ド
ルは寄付をする）②EREY 表彰を全クラブ達成させる（ク

米山ニコニコ

ラブ全員が 25 ドル以上達成し一人あたりが 100 ドル以上）
※2016-17 年度より財団年次寄付者は 1 人 25 ドル以上寄付した人
が寄付者としてカウントされる。従って人数の％も 25 ドル以上寄
付した人の数で計算される。その数が 100％になり一人当たりが

松井、船津、矢部（光）
、桐ケ谷、
各 1,000 円

財団ニコニコ

横瀬

＄100、臼井

桐田、桐ケ谷

各

＄20
＄10

横瀬 元治会員
【子供のころ～】
S23.1.31

千葉県市川市生まれ

S38.3

信州大学付属長野小学校卒業

S41.3

港区立愛宕中学校卒業

S45.3

東京都立大学卒業

S45.10

会計士合格

都立九段高校入学

名前の由来はインドの指導者であるマハトマ・ガンジー（元治）である。
母親の実家のある長野市と父親の勤務の関係で、長野市と東京にて育つ。
1 年生の夏に父親が突然、逗子に住むと言い出し、それ以降逗子の生活が 54
年となる。横須賀線での通勤・通学が日常生活の一部となり、グリーン車で
通う正力松太郎氏の後ろ姿に感動していた。
【会社勤務～】プライスウオーターハウス監査法人を経て、あずさ監査法人に勤務。監査法人での業務は主に事業
再生（法的倒産）と株式公開に従事した。印象に残る会社更生事案としてはマミヤ光機、静信リースがある。株式
公開としてはアスクル、ケーズデンキ、コロワイドなどがある。監査法人時代は大型の土木事業の現場を体験でき
たことが思い出深く、国内では大清水トンネル、中央高速道、青函トンネル（竜飛岬）、関空、海外では香港空港、
シンガポールである。
【ロータリークラブとのご縁】高校１年生の次女が米国に留学すると宣言し、ロータリークラブの交換留学生制度
のお世話になった。山本会員のお父様はじめ多くの方にお世話になり、本当に感謝している。このことがきっかけ
でロータリークラブに入会。しかし、勤務の関係で無理がありやむなく退会した。
【現在の仕事】多少の困難もあるものの木曜日は原則、逗子にいる。監査法人で自らが中心となって設けた早期退
職制度の適用を受け 58 歳で辞めた。ちょうど、前年に会社法の大改革があり、新時代の始まりと感じたこと及び
金融庁の監査も始まり、自由に仕事ができなくなったと感じたことも決断の後押しとなった。
平成 26 年会社法の改正に監査役協会の担当常任理事として携わることができて、多少の恩返しが出来た。現在
はヤマト運輸の社外監査役（通算 11 年目、うち 8 年持株会社兼任）
、野村不動産プライベートリート（投資法人）
執行役員、事業再生実務家協会の専務理事その他に携わっている。
【最近思う事】36 年間続いている読書会を大切にしています。若い人の所得が伸びていません。もっと所得が増
えて逗子に住んで欲しい。「働き方改革」で日本の労働環境は大変良くなっていると感じている。
担当：小西

渡辺治夫 PG（横須賀 RC）お別れの会ご案内
日時 12 月 8 日（金）午前 11 時～午後 1 時
場所 横須賀平安閣
施主 湘南菱油㈱代表取締役 大庭 大 様

ニコニコＢＯＸ

本日合計

※御供花・御供物・御香典・ご弔電はご辞退申し上げます。
※平服にてお越しくださいますようお願い申し上げます。
※駐車場がございませんので公共交通機関をご利用下さい。
問 い 合 わ せ 先
株 式 会 社 西 村 企 業 西 村 葬 儀 社
046-853-1187

￥３３，０００

横瀬君…今日はスピーチします。
村松会長…秋深まりました。今年の紅葉は楽しみです。
横瀬会員よろしく。
匂坂君、松井君、三宅君、船津君、山口君、山科君、矢
部（房）君、菊池君、山本（由）君、宝子山君、服部君、
大野君、岡本君、矢島君、森澤君、横山君、桐ケ谷君、
…横瀬会員スピーチ宜しくお願いします。
矢部（光）君…統一全日本ダンス 2017 優勝瀬古薫希・
知愛組（ラテンの部）松井会長のチャリティダンス
のデモを踊ったカップル・感無量です！！

一知

累計

￥７５３，０００

安藤君…全日本海員組合の全国大会で沖縄へ行って来ま
した。
毛利君…横瀬さんスピーチ楽しみです。
臼井君…横瀬さんようこそ再入会。
桐田君…遅れました。
小西君…素晴らしい秋空ですね。今年も残り 2 か月を切
りましたが、健康に過ごしましょう！
清水（惠）さん…横瀬さん卓話宜しく。逗子ロータリー
の居心地はいかがですか？

